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掲示板　2011年　7・8月号
掲示板は、学習に関する留意点や事務手続をお知らせするページです。
毎月必ず目を通してください。
なお、通信教育課程ホームページ（http://www.toyo.ac.jp/tsukyo/）にも、
掲示板を掲載しています。

� ７月〜９月の窓口取扱について【重要】
� 行事予定
� 卒業論文説明会・指導会 後期生対象
� スクーリング

� 連休3期スクーリングについて 全学生対象 〈授業時間が変更となります〉
� 地方3期スクーリングについて（京都） 文学部学生対象
� 地方3期スクーリングについて（酒田） 文学部学生対象
� 地方3期スクーリングについて（名古屋） 法学部学生対象
� 夏期スクーリングの結果通知書送付について
� パソコン教室での飲食禁止について
� スクーリング時の緊急連絡シートの携行について

� 教務
� 2011年9月卒業予定者の卒業総合面接について 後期生対象
� 卒業論文題目登録申請について 後期生のみ対象
�  次の対象学生について単位認定可能となる単位認定試験（論文・筆記）等の有効期

限【再掲】
� リポート提出上の注意事項について 全学生対象
� 通年スクーリング科目受講のみなさんへ【重要】

� 教職【重要】
� 2011年度教育職員免許状一括事前申請について 前期生対象
� 2012年3月卒業（教育職員免許状取得）を希望している学生へ

� その他 全学生対象
� 白山キャンパスにおけるスクーリング・単位認定試験（筆記）の会場について
� 白山キャンパスの通学路案内
� 図書館（白山）カレンダーについて 改訂版
� 図書館ガイダンスの開催について
�  東洋大学能楽鑑賞教室―Noh Workshop
� 試験申請・証明書申請の定額小為替の取扱いについて
� 事務室休業のお知らせ
� 学生食堂のご案内
� 『東洋通信』10月号表紙の投稿写真募集について【再掲】

� トピックス 全学生対象
� 2010年度４月入学生動向調査アンケート集約結果（報告）
� 入学説明会のご案内

� T.A.のしおり
� 学友会からのお知らせ
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　このたびの震災による節電対策のため、通信教育課程におきましても事務室窓口取扱体制
を下記のとおりに変更いたします。
　利用されるみなさんには、なにとぞ、ご理解くださいますよう、お願いいたします。

期　　間 曜日
窓　　口 電　　話

午前 午後 午前 午後

7/1（金）
 〜7/29（金）

月〜金 9：30〜12：45 14：00〜16：45 9：30〜12：45 14：00〜16：45

土 9：30〜12：45 9：30〜12：45

7/30（土）
 〜8/28（日）

（夏期スクー
 リング期間中）

月〜日

午前 午後 午前 午後

8：30〜12：50 8：30〜12：50

8/29（月）
 〜9/30（金）

※1
※2

月・火
木・土

午前 午後 午前 午後

8：30〜12：50 8：30〜12：50

※１．水曜、金曜日は、大学一斉休業のため、事務室の窓口取扱はいたしません。
※２． 連休３期スクーリング期間中（9/17（土）〜9/19（月）も、窓口、電話とも 

午前中（8：30〜12：50）のみ取扱いいたします。）

７月〜９月の窓口取扱について【重要】



4

7月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ
1（金）

2（土）

3（日）単位認定試験（筆記）第2回
教員による学習相談 6月号P.5

4（月）

5（火）

6（水）

7（木）

8（金）

9（土）土曜３期Ｓ① 6月号P.15

10（日）日曜３期Ｓ① 6月号P.18

11（月）

12（火）

13（水）

14（木）

15（金）

16（土）土曜３期Ｓ②

17（日）日曜３期Ｓ②

18（月）海の日

19（火）

20（水）

21（木）

22（金）

23（土）土曜３期Ｓ③

24（日）日曜３期Ｓ③

25（月）

26（火）

27（水）

28（木） 第１回図書館ガイダンス申込締切

29（金）

30（土）夏期１期Ｓ① 6月号P.20

31（日）夏期１期Ｓ②

Ｓはスクーリングを表します
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Ｓはスクーリングを表します

8月 行事予定 手続期間 『東洋通信」参照ページ
1（月）夏期１期Ｓ③

2（火）夏期２期Ｓ①　　　第１回図書館ガイダンス P.27

3（水）夏期２期Ｓ②　　　

4（木）夏期２期Ｓ③

5（金）夏期３期Ｓ①

6（土）夏期３期Ｓ②

7（日）夏期３期Ｓ③

8（月）夏期４期Ｓ①

9（火）夏期４期Ｓ②

10（水）夏期４期Ｓ③ 第２回図書館ガイダンス申込締切

11（木）夏期５期Ｓ① 連休3期S・地方3期S（京都・酒田・名
古屋）受講申込開始 P.7・9・11・13

12（金）夏期５期Ｓ②

13（土）夏期５期Ｓ③

14（日）夏期６期Ｓ①

15（月）夏期６期Ｓ②

16（火）夏期６期Ｓ③

17（水）夏期７期Ｓ①

18（木）夏期７期Ｓ②　　　第２回図書館ガイダンス 連休3期S・地方3期S（京都・酒田・名
古屋）受講申込締切 P.7・9・11・13・27

19（金）夏期７期Ｓ③　　　

20（土）夏期８期Ｓ①

21（日）夏期８期Ｓ②

22（月）夏期８期Ｓ③

23（火）夏期９期Ｓ①

24（水）夏期９期Ｓ②

25（木）夏期９期Ｓ③

26（金）夏期10期Ｓ①

27（土）夏期10期Ｓ②

28（日）夏期10期Ｓ③

29（月）

30（火）

31（水）事務室休業 P.29
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地方２期スクーリング（秋田）
卒業論文説明会・指導会

　下記のとおり卒業論文説明会・指導会を開催します。
　卒業論文の作成から提出までの手続や注意事項などの事務説明のほか、各学部教員からの
執筆にあたっての心構えや諸注意を含めた作成指導をT.A.より行います。
　論文申請を予定している方は、積極的に参加してください。

記

１．月　日　　2011年９月10日（土）
２．時　間　　10：30〜12：30（予定）
３．場　所　　白山キャンパス甫水会館（予定）
４．対　象　　2012年９月卒業予定者（後期生）
　　　　　　　＊ 2013年３月卒業予定者（前期生）も参考として 

参加することができます。
あわせてP.17の「卒業論文題目登録申請について」を熟読ください。

後期生対象
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連休３期スクーリング

連休３期スクーリングについて
　連休３期スクーリングを下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容すべてを『学習
のしおり』で確認し、下記の要領にしたがって申込手続をしてください。
◇開講日程　９月17日（土）・18日（日）・19日（月）
◇開講科目

科目名 教員名
カリキュラム（※） 単

位
配当
学年

スクーリング
コードＤ Ｃ Ｂ Ａ

地誌学Ａ
原　　啓介

○ ○ ○ 2 1〜4 313551

地誌学（前） ○ 4 1〜4 113521

現代語文法（後） 髙橋　圭子 ○ ○ 4 2〜4 215271

ドイツ語圏文学文化と日本Ａ

大野　寿子

○ 2 1〜3 315861

ドイツ語圏文学文化と日本（前） ○ 4 1〜3 114271

独語圏文学文化と日本（前） ○ 4 1・2 114271

法学概論 芦野　訓和 ○ ○ ○ 4 1 341251

※　Ｄカリキュラム＝学籍番号の入学年度が　“99”以前および“08”〜“11”の正科生に適用
　　Ｃカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“04”〜“07”の正科生に適用
　　Ｂカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“ 00”〜“03”の正科生および科目等履修生、科目別履修

生に適用
　　Ａカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“ 99”以前の正科生（後期生）のみに適用

全学生対象

スクーリング

◇授業時間　９：00〜16：00（1時限　９：00〜10：30、
　（変更後）　２時限　10：40〜12：10、3時限　12：50〜14：20、
　　　　　　４時限　14：30〜16：00）
◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
◇受 講 料　10,000円（受講できる科目は１科目のみです。）
◇申込期間　８月11日（木）〜８月18日（木）　振込厳守
◇手続方法

１．本誌綴じ込みの指定振込用紙に必要事項を記入し、受講料を振込。
２． 銀行窓口で振込後、収納印が押されたことを確認し、振込金連絡書（ハガキの部
分）に50円切手を貼って郵送。

＊８月18日（木）　消印有効〔事務室窓口受付も可　８月18日（木）12：50まで〕
＊上記２点が完了しないと受講できません。

�授業時間が変更�
となります〈 〉
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連休３期スクーリング
◇注意事項

１． 本誌綴じ込みの指定振込用紙以外は使用できません。（ATM、ネットバンキング等
の銀行窓口以外からの振込不可）

２．振込後、振込金連絡書（ハガキ）の事務室到着をもって手続完了となります。
３． 振込金連絡書は、８月18日（木）の消印まで有効です。８月19日（金）以降の消印
の場合は、いかなる理由があっても受付できません。

４． スクーリング受講許可通知書は、遅くとも開始日の1週間前までに届くように発
送します。受講許可は、受講許可通知書の到着をもって有効となりますので、万
一それまでに到着しない場合には必ず事務室に連絡してください。

５． 入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。受講申込におい
ては、各自の該当するカリキュラムを確認のうえ、間違いのないように申し込ん
でください。

　　 　なお、入学年度の確認方法は、学籍番号の左から5・6桁が入学年度を表します
ので、これを確認してください。

　　　　　　例：７１４０１１１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１１」
　　＊�ただし、科目等履修生・科目別履修生は「Ｂカリキュラム（学籍番号の入学年度

が“00”〜“03”の正科生および科目等履修生、科目別履修生）」の欄を参照
してください。

６． 手続後の科目変更および振込後の返金はいかなる理由があってもできません。
７． 「履修登録届」にて登録していない科目や「履修登録届」が未提出の場合は、受講

できません。
８．学生食堂は営業していない場合がありますので、昼食は各自で用意してください。
９． スクーリングで使用するテキストの購入については、『東洋通信』2011年４月号

P.17を参照してください。
◇会場案内図
　東洋大学白山キャンパスの地図P. 25を参照してください。
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地方３期スクーリング（京都）

地方３期スクーリング（京都）について
　地方３期スクーリング（京都）を下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容すべてを

『学習のしおり』で確認し、下記の要領にしたがって申込手続をしてください。
◇開講日程　９月17日（土）・18日（日）・19日（月）
◇開講科目

◇会　　場　京都府中小企業会館
　　　　　　〒615−0042　京都市右京区西院東中水町17番地
　　　　　　TEL：075−314−7171（代）
◇集　　合　９月17日（土）　9：30（厳守）　現地集合
◇授業日程

文学部学生対象

◇受 講 料　10,000円（受講できる科目は１科目のみです。）
◇定　　員　総計30名
◇申込期間　８月11日（木）〜8月18日（木）　振込厳守
◇手続方法

１．本誌綴じ込みの指定振込用紙に必要事項を記入し、受講料を振込。
２． 銀行窓口で振込後、収納印が押されたことを確認し、振込金連絡書（ハガキの部
分）に50円切手を貼って郵送。

＊８月18日（木）　消印有効〔事務室窓口受付も可　８月18日（木）12：50まで〕
＊上記２点が完了しないと受講できません。

科目名 教員名
カリキュラム（※） 単

位
配当
学年

スクーリング
コードＤ Ｃ Ｂ Ａ

中世日本文学史Ｂ

千艘　秋男

○ ○ 2 1・2 315171

中世日本文学史（後） ○ 4 1・2 214171

国文学史Ⅱ①（後） ○ 4 2 211621

※　Ｄカリキュラム＝学籍番号の入学年度が　“99”以前および“08”〜“11”の正科生に適用
　　Ｃカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“04”〜“07”の正科生に適用
　　Ｂカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“ 00”〜“03”の正科生および科目等履修生、科目別履修

生に適用
　　Ａカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“ 99”以前の正科生（後期生）のみに適用

1時限

休
憩

2時限

12：40〜
13：40
昼休み

昼　食

3時限

休
憩

4時限
9：30〜
11：00

11：10〜
12：40

13：40〜
15：10

15：20〜
16：50

9/17（土） オリエンテー
ション・授業 授　業 授　業 授　業

8/18（日） 授　業 授　業 授　業 授　業
9/19（月） 授　業 授　業 授　業 授業終了後、解散
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地方３期スクーリング（京都）
◇注意事項

１． 本誌綴じ込みの指定振込用紙以外は使用できません。（ATM、ネットバンキング等
の銀行窓口以外からの振込不可）

２．振込後、振込金連絡書（ハガキ）の事務室到着をもって手続完了となります。
３． 振込金連絡書は、８月18日（木）の消印まで有効です。８月19日（金）以降の消印
の場合は、いかなる理由があっても受付できません。

４． スクーリング受講許可通知書は、遅くとも開始日の1週間前までに届くように発
送します。受講許可は、受講許可通知書の到着をもって有効となりますので、万
一それまでに到着しない場合には必ず事務室に連絡してください。

５． 入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。受講申込におい
ては、各自の該当するカリキュラムを確認のうえ、間違いのないように申し込ん
でください。

　　 　なお、入学年度の確認方法は、学籍番号の左から5・6桁が入学年度を表します
ので、これを確認してください。

　　　　　　例：７１４０１１１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１１」
　　＊�ただし、科目等履修生・科目別履修生は「Ｂカリキュラム（学籍番号の入学年度

が“00”〜“03”の正科生および科目等履修生、科目別履修生）」の欄を参照
してください。

６． 手続後の科目変更および振込後の返金はいかなる理由があってもできません。
７． 「履修登録届」にて登録していない科目や「履修登録届」が未提出の場合は、受講

できません。
８． スクーリングで使用するテキストの購入については、『東洋通信』2011年４月号

P.17を参照してください。

◇会場案内図　　京都府中小企業会館　TEL：075−314−7171（代）

アクセス
■阪急・西院駅より（南へ徒歩約15分）
　市バス　西大路五条下車徒歩2分
■JR・京都駅より
　市バス　西大路花屋町下車徒歩2分
■JR・丹波口駅より　徒歩約13分
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地方３期スクーリング（酒田）

地方３期スクーリング（酒田）について
　地方３期スクーリング（酒田）を下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容すべてを

『学習のしおり』で確認し、下記の要領にしたがって申込手続をしてください。
◇開講日程　９月17日（土）・18日（日）・19日（月）
◇開講科目

◇会　　場　酒田市中央公民館（酒田市総合文化センター内）　
　　　　　　〒998−0034　山形県酒田市中央西町2−59
　　　　　　TEL：0234−24−2991
◇集　　合　９月17日（土）　9：30（厳守）　現地集合
◇授業日程

文学部学生対象

◇受 講 料　10,000円（受講できる科目は１科目のみです。）
◇定　　員　総計30名（先着順）
◇申込期間　８月11日（木）〜８月18日（木）　振込厳守
◇手続方法

１．本誌綴じ込みの指定振込用紙に必要事項を記入し、受講料を振込。
２． 銀行窓口で振込後、収納印が押されたことを確認し、振込金連絡書（ハガキの部
分）に50円切手を貼って郵送。

＊８月18日（木）　消印有効〔事務室窓口受付も可　8月18日（木）12：50まで〕
＊上記２点が完了しないと受講できません。

科目名 教員名
カリキュラム（※） 単

位
配当
学年

スクーリング
コードＤ Ｃ Ｂ Ａ

作家作品研究〈近世〉（後）

谷地　快一

○ ○ 4 1〜3 215391

近世日本文学講読（後） ○ 4 1・2 214241

国文講読Ⅱ②（後） ○ 4 2 11722

※　Ｄカリキュラム＝学籍番号の入学年度が　“99”以前および“08”〜“11”の正科生に適用
　　Ｃカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“04”〜“07”の正科生に適用
　　Ｂカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“ 00”〜“03”の正科生および科目等履修生、科目別履修

生に適用
　　Ａカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“ 99”以前の正科生（後期生）のみに適用

1時限

休
憩

2時限

12：40〜
13：40
昼休み

昼　食

3時限

休
憩

4時限
9：30〜
11：00

11：10〜
12：40

13：40〜
15：10

15：20〜
16：50

9/17（土） オリエンテー
ション・授業 授　業 授　業 授　業

9/18（日） 授　業 授　業 授　業 授　業
9/19（月） 授　業 授　業 授　業 授業終了後、解散
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地方３期スクーリング（酒田）
◇注意事項

１． 本誌綴じ込みの指定振込用紙以外は使用できません。（ATM、ネットバンキング等
の銀行窓口以外からの振込不可）

２．振込後、振込金連絡書（ハガキ）の事務室到着をもって手続完了となります。
３． 振込金連絡書は、８月18日（木）の消印まで有効です。８月19日（金）以降の消印
の場合は、いかなる理由があっても受付できません。

４． スクーリング受講許可通知書は、遅くとも開始日の1週間前までに届くように発
送します。受講許可は、受講許可通知書の到着をもって有効となりますので、万
一それまでに到着しない場合には必ず事務室に連絡してください。

５． 入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。受講申込におい
ては、各自の該当するカリキュラムを確認のうえ、間違いのないように申し込ん
でください。

　　 　なお、入学年度の確認方法は、学籍番号の左から5・6桁が入学年度を表します
ので、これを確認してください。

　　　　　　例：７１４０１１１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１１」
　　＊�ただし、科目等履修生・科目別履修生は「Ｂカリキュラム（学籍番号の入学年度

が“00”〜“03”の正科生および科目等履修生、科目別履修生）」の欄を参照
してください。

６． 手続後の科目変更および振込後の返金はいかなる理由があってもできません。
７． 「履修登録届」にて登録していない科目や「履修登録届」が未提出の場合は、受講

できません。
８． スクーリングで使用するテキストの購入については、『東洋通信』2011年４月号

P.17を参照してください。
◇会場案内図　酒田市中央公民会館　TEL：0234−24−2991

中央公民館
（酒田市役所教育・文化・生涯学習施設総合
文化センター中央公民館）
※地図では図書館になっています。

JR酒田駅
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地方３期スクーリング（名古屋）

地方３期スクーリング（名古屋）について
　地方３期スクーリング（名古屋）を下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容すべて
を『学習のしおり』で確認し、下記の要領にしたがって申込手続をしてください。
◇開講日程　９月17日（土）・18日（日）・19日（月）
◇開講科目

◇会　　場　名古屋市（吹上ホール）中小企業振興会館　４Ｆ　第１会議室
　　　　　　〒464−0856　愛知県名古屋市千種区吹上２丁目６番３号
　　　　　　TEL：052−735−2111
◇集　　合　９月17日（土）　9：30（厳守）　現地集合
◇授業日程

法学部学生対象

◇受 講 料　10,000円（受講できる科目は１科目のみです。）
◇定　　員　総計30名
◇申込期間　８月11日（木）〜８月18日（木）　振込厳守
◇手続方法

１．本誌綴じ込みの指定振込用紙に必要事項を記入し、受講料を振込。
２． 銀行窓口で振込後、収納印が押されたことを確認し、振込金連絡書（ハガキの部
分）に50円切手を貼って郵送。

＊８月18日（木）　消印有効〔事務室窓口受付も可　８月18日（木）12：50まで〕
＊上記２点が完了しないと受講できません。

科目名 教員名
カリキュラム（※） 単

位
配当
学年

スクーリング
コードＤ Ｃ Ｂ Ａ

会社法（後）

堀口　　勝

○ 4 3・4 241291

商法Ⅱ部（会社法）（後） ○ ○ 4 3・4 240101

商法二部（会社法）（後） ○ 4 3 240101

※　Ｄカリキュラム＝学籍番号の入学年度が　“99”以前および“08”〜“11”の正科生に適用
　　Ｃカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“04”〜“07”の正科生に適用
　　Ｂカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“ 00”〜“03”の正科生および科目等履修生、科目別履修

生に適用
　　Ａカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“ 99”以前の正科生（後期生）のみに適用

1時限

休
憩

2時限

12：40〜
13：40
昼休み

昼　食

3時限

休
憩

4時限
9：30〜
11：00

11：10〜
12：40

13：40〜
15：10

15：20〜
16：50

9/17（土） オリエンテー
ション・授業 授　業 授　業 授　業

9/18（日） 授　業 授　業 授　業 授　業
9/19（月） 授　業 授　業 授　業 授業終了後、解散
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地方３期スクーリング（名古屋）
◇注意事項

１． 本誌綴じ込みの指定振込用紙以外は使用できません。（ATM、ネットバンキング等
の銀行窓口以外からの振込不可）

２．振込後、振込金連絡書（ハガキ）の事務室到着をもって手続完了となります。
３． 振込金連絡書は、８月18日（木）の消印まで有効です。８月19日（金）以降の消印
の場合は、いかなる理由があっても受付できません。

４． スクーリング受講許可通知書は、遅くとも開始日の1週間前までに届くように発
送します。受講許可は、受講許可通知書の到着をもって有効となりますので、万
一それまでに到着しない場合には必ず事務室に連絡してください。

５． 入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。受講申込におい
ては、各自の該当するカリキュラムを確認のうえ、間違いのないように申し込ん
でください。

　　 　なお、入学年度の確認方法は、学籍番号の左から5・6桁が入学年度を表します
ので、これを確認してください。

　　　　　　例：７１４０１１１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１１」
　　＊�ただし、科目等履修生・科目別履修生は「Ｂカリキュラム（学籍番号の入学年度

が“00”〜“03”の正科生および科目等履修生、科目別履修生）」の欄を参照
してください。

６． 手続後の科目変更および振込後の返金はいかなる理由があってもできません。
７． 「履修登録届」にて登録していない科目や「履修登録届」が未提出の場合は、受講

できません。
８． スクーリングで使用するテキストの購入については、『東洋通信』2011年４月号

P.17を参照してください。

アクセス
■地下鉄桜通線「吹上」駅　5番出口から
　徒歩5分
　（地下鉄名古屋駅から7つ目）

吹上駅

会場

◇会場案内図　名古屋市（吹上ホール）中小企業振興会館　４Ｆ　第１会議室
　　　　　　　TEL：052−735−2111
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スクーリング

夏期スクーリングの結果通知書送付について

パソコン教室での飲食禁止について

スクーリング時の緊急連絡シートの携行について

　夏期スクーリング結果通知書の発送は、９月中旬を予定しています。
＊ 書道については、夏期１期〜４期のものについては９月中旬頃、夏期５期のものについて

は10月中旬頃となります。

　夏期スクーリング開講科目の内、以下の科目はパソコン教室で授業を行います。パソコン
教室内は精密機器が配置されていますので、授業中の水分取得および飲食は禁止いたします。

夏期２期　８月２日〜８月４日「情報メディアの活用」（高野光代先生）
夏期３期　８月５日〜８月７日「教育方法研究①」（長谷川勝久先生）
夏期８期　８月20日〜８月22日「コンピュータ・リテラシィ②」（富澤浩樹先生）

　スクーリング受講中、体調に異常をきたされた際、応急措置やご親族等へ緊急連絡させて
いただくためのものです。次頁の「緊急連絡シート」のコピーに必要事項を記入し、スクー
リング中携行し、必要時に、すぐに取り出せるようにしてください。なお、「緊急連絡シー
ト」下記注意事項をよくお読みください。
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スクーリング

注意事項　①自身のスクーリング参加を緊急連絡先に知らせておいてください
　　　　　②持病などがある場合には、主治医に事前に相談してください
　　　　　③万一に備えて保険証を携行してください
　　　　　④このシートは事前に提出する必要はありません
　　　　　⑤ このシートはスクーリング中携行し、必要時に、すぐに取り出せるようにしてください
　　　　　⑥このシートの管理には十分注意してください

緊急連絡シート（コピーしてご使用下さい）

１．学 籍 番 号（10 桁） 7� 　

２． 氏 名 � 　

３． カ ナ 氏 名 � 　

４． 生 年 月 日 西暦　　　　　　　年　　　　月　　　　日

５．年 齢 　　　　　　　　　才

６．緊急連絡先電話番号 Tel　　　　　　　（　　　　　　）� 　

７． 連 絡 先 と の 続 柄 （スクーリングに参加していることを知っていること）

続柄　　　　　　　　　　

氏名� 　

８． 血 液 型 RH　　　　　　　　型

９． 持 病 な ど � 　

10． かかりつけ病院など 病院名　　　　　　　　　　　　

Tel　　　　　　　（　　　　　　）� 　

11． 常 飲 薬 な ど � 　

12． 保 険 証 の 番 号 � 　
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2011年9月卒業予定者の卒業総合面接について

教務

卒業論文の提出は、2011年6月10日（金）で締切りました。卒業論文提出後は、卒業総合
面接試験を必ず受けなければなりません。

卒業総合面接試験とは、①卒業論文そのものに関する口頭試問　②当該学部を卒業する学
力を有するかどうかの口頭試問のことをいいます。

面接では、卒業論文指導教員が皆さんの提出した卒業論文を中心に試問し、審査すること
になっています。どこから質問されても要旨を簡明に答えられるように準備をしておいてく
ださい。面接日には、卒業論文の下書き（コピー）、執筆に使用した資料・文献も2、3持参す
るとよいでしょう。

面接日は2011年7月1日（金）〜7月30日（土）の間で、審査教員が指定した日となります。
面接日・時間・場所等の詳細については、6月下旬までに対象者に郵送にて通知しています。

後期生のうち、2011年9月30日（金）までに下記の条件を満たす学生は、2012年9月卒
業に向けて、卒業論文題目登録の申請を必ず行ってください。

　なお、この手続を所定の期日までに行わない場合、2012年9月の卒業に向けた卒業論
文の執筆ができなくなるので、注意してください。

●卒業論文題目登録申請の条件
○学籍番号の入学年度が“99”（1999年度）以前の学生
　卒業必要単位（124単位）の内、下記の98単位以上を修得（修得見込みを含む）していること

　　一般教育24単位、外国語8単位、保健体育4単位、
　　専門科目必修・選択必修併せて62単位

　 残りの単位を2012年8月15日（予定）までに提出の単位認定試験（論文）または2012年
7月実施予定の単位認定試験（筆記）にて修得見込みの者

○学生番号の入学年度が“00”（2000年度）以降の学生
　卒業必要単位（124単位）の内、98単位以上を修得（修得見込みを含む）していること
　 残りの単位を2012年8月15日（予定）までに提出の単位認定試験（論文）または2012年

7月実施予定の単位認定試験（筆記）にて修得見込みの者

後期生対象

卒業論文題目登録申請について 後期生のみ対象
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教務
●申請方法（２段階で申請します）
ステップ１　「卒業論文題目登録申請書」と卒業論文説明会の資料を請求する。
　　　　　　・140円切手
　　　　　　・宛名シール〔住所・氏名（「様」を必ずつけること）・学籍番号記入済み〕　１枚
　　　　　　＊なお、ステップ１については９月10日（土）に実施する
　　　　　　　 卒業論文説明会（白山キャンパス・10：30より）で配布しますので、参加者

は請求不要です。

　　　　　　�※受領後、速やかに指導を希望する教員へ連絡を取り、必ず「内諾」を得て
　　　　　　　ください。

ステップ２　「卒業論文題目登録申請書」に必要事項を記入の上、特定記録郵便にて送付する。
　　　　　　・140円切手
　　　　　　・宛名シール〔住所・氏名（「様」を必ずつけること）・学籍番号記入済み〕　１枚
　　　　　　・定額小為替　4,000円分（発行後４ヵ月以内）
　　　　　　＊申請期間　2011年９月13日（火）〜９月30日（金）　消印有効

注意： 申請時に提出された定額小為替は卒業論文題目登録ができなかった場合でも返金する
ことができません。

　　： 過去に提出された卒業論文の一部を事務室で保管しています。閲覧希望の方は窓口に
お申し出ください。

●対象学生
①2011年9月卒業・単位修得予定の正科生
②2011年9月修了予定の特修生
③2011年9月修了予定の科目等履修生

【期　限】
１．単位認定試験（論文）提出期限
　　2011年８月15日（月）　16：45必着（ただし、事務室持参の場合は、12：50まで）
　＊ 科目等履修生（後期生）で、上記提出期限を過ぎて単位認定試験（論文）を提出する場合

は、2011年10月入学科目等履修生出願手続および対象科目の履修登録手続を行う
必要があります。

２．単位認定試験（筆記）受験期限
　　2011年7月３日（日）　受験

次の対象学生について単位認定可能となる単位認定試験
（論文・筆記）等の有効期限【再掲】
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教務
３．スクーリング受講

　（１）  スクーリング試験で修了となる2単位科目：夏期10期までの合格分まで認定しま
す（だだし書道は夏期４期まで）。

　（２）  単位認定試験（論文・筆記）を伴う2単位科目および4単位科目は、単位認定試験に
合格した場合のみ、認定の対象となります。

（注　意）
在学生（後期生）・科目等履修生（後期生）で継続履修（登録）予定者
※ 2011年9月10日〜9月30日は、リポートの提出および単位認定試験（論文）の申請受

付を停止します。
※ 2011年８月15日以降に提出した単位認定試験（論文）の結果は、2011年度在学手続

および履修登録完了後の発送になります。
※ 2011年10月1日以降は、在学手続および履修登録手続が完了するまでリポートの提出

および単位認定試験（論文・筆記）申請はできません。

１．リポート提出の際の注意
　 　提出用表紙に、2011年度『学習のしおり』の当該課題部分のコピーが貼付してある
ことを確認してください。

　�　前年度までの『学習のしおり』の課題が貼付されていた場合、（内容が前年度と変更の
ない科目も同様）は、受付不可として返送となりますので、注意してください。

　※ 『学習のしおり』の有効期限は、4月から3月までの1年間となっています。このため
後期生は年度途中で『学習のしおり』の有効期限が終了となり、４月から新年度の『学
習のしおり』による学習に切り替わりますが、上記注意事項については同様の取扱い
となっています。十分ご注意ください。

　　 　2011年度　「『学習のしおり』の重要事項　２．年度の考え方」を参照してくださ
い。

２．不合格リポート再提出の際の注意
　 　一度不合格になった課題のリポートを再提出する際には、原則として直前の不合格リ

ポートおよび添削指導欄の添付が求められています。
　 　直前の不合格リポートを今回のリポート提出用表紙に一緒につけて提出してください。
これが添付されていないリポートは受付できませんので、返却いたします。

　 　「継続履修」で学習している科目が、前年度までの『学習のしおり』によるリポート課
題において不合格となった場合、再提出は2011年度の課題内容に基づいて作成したリ
ポートとなります。

　　『ガイドブック』　に記載の「不合格リポートの再提出」の項を今一度ご確認ください。

リポート提出上の注意事項について 全学生対象
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●リポートについて
2012年３月末までに単位修得を必要とする場合のリポートの提出期限

提出期限 注意事項 留意事項
2012年３月卒業または単位修
得予定の正科生
2011年12月転部・転科受験予
定の正科生
2012年３月修了予定の科目等
履修生
2012年３月修了予定の特修生

2011年11月30日
（必着）

左記提出期限までにリ
ポートを提出すれば、下
記年度内単位認定試験
申請に間に合うよう結
果を返送します。

左記提出期限を過ぎて
もリポートの提出は受
け付けしますが、下記
年度内単位認定試験が
受験できない場合があ
ります。

※ 2011年４月科目等履修生登録者が、2012年３月末までに単位修得に至らなかった場合、
2012年４月以降は原則としてリポートの合格は継続されず、あらためてリポート学習ま
たはスクーリングの学習が必要となります。
●スクーリングについて
2012年３月末までに単位修得を必要とする場合のスクーリング受講期限

受講期限
注意事項単位認定試験の

受験が必要な科目
スクーリング試験で
単位修得となる科目

2012年３月卒業または単位修
得予定の正科生
2011年12月転部・転科受験予
定の正科生
2012年３月修了予定の科目等
履修生
2012年３月修了予定の特修生

土・日５期まで
（12/17.18終了分）

連休４期まで
（１/９終了分）

単位認定試験の受験が
必要な科目の試験申請
は、「結果通知書」受け
取り後の申請となりま
す。

※ 2011年４月科目等履修生登録者が、2012年３月末までに単位修得に至らなかった場合、
2012年４月以降は原則としてスクーリングの合格は継続されず、あらためてリポート学
習またはスクーリングの学習が必要となります。
●単位認定試験について
2012年３月末までに単位修得を必要とする場合の受験および提出期限

単位認定試験（筆記）
受験

単位認定試験（論文）
提出期限 注意事項

2012年３月卒業または単位修
得予定の正科生
2011年12月転部・転科受験予
定の正科生
2012年３月修了予定の科目等
履修生
2012年３月修了予定の特修生

2012年１月22日 2012年２月15日
（16：45必着）

通常、答案の提出期間
は問題送付日より40日
間となりますが、単位
認定試験（論文）の申請
が遅い場合でも提出期
限は左記のとおりです。

※ 2011年４月科目等履修生登録者は、上記提出期限を過ぎての単位認定試験受験および提
出をすることはできません。

３．リポート課題・単位認定試験（筆記・論文）等の提出期限について
■対象学生
　①2012年３月卒業または単位修得予定の正科生
　②2011年12月転部・転科受験予定の正科生
　③2012年３月修了予定の科目等履修生
　④2012年３月修了予定の特修生



21

教務

通年スクーリング科目受講のみなさんへ
東日本大震災に係る通学課程学年暦の変更について（お知らせ）

　大震災により電力の供給が厳しい状況にあることは皆さんもご存じのとおりです。特に夏
の電力消費については、なお一層の節約を求められることが考えられます。
　このような事情から、本年度の通学課程学年暦が下記のとおり変更されます。どうぞ、ご
理解くださいますようお願いいたします。なお、この措置に伴う期末試験の実施日等につい
ては、担当教員の説明をよく確認してください。

記

１．変更の要点　（１）春学期の授業・試験を７月末までに終了する。
　　　　　　　　（２）秋学期の授業は、10月より開始し、１月末までに終了する。
２．変更の詳細　白山キャンパス及び白山第２キャンパス（法科大学院を除く）
　　　　　　　　〈春学期〉
　　　　　　　　①７月22日（金）を通常授業日とする。
　　　　　　　　　（25日（月）の授業を振替えて実施。）
　　　　　　　　② ７月23日（土）〜29日（金）を予備日とし、通常授業日において実施でき

ない試験等を行う。
　　　　　　　　③補講日、定期試験期間は設定しない。
　　　　　　　　〈秋学期〉
　　　　　　　　①10月１日（土）を授業開始日とする。
　　　　　　　　　（当初の９月24日（土）から繰下げる。）
　　　　　　　　②１月17日（火）、21日（土）、23日（月）〜26日（木）を通常授業日とする。
　　　　　　　　　（24日（火）は金曜日の授業を振替えて実施。）
　　　　　　　　③ １月27日（金）〜31日（火）、２月２日（木）、３日（金）は当初の予定どお

り定期試験期間とする。
　　　　　　　　　（ただし、状況の変化により変更する場合がある。）
　　　　　　　　④補講日は設定しない。

【重要】
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春
学
期

月 日 曜 （新）変更後 （旧）変更前

7

20 水 通常授業 通常授業21 木
22 金 通常授業（25日・月の振替） 補講23 土 予備日
24 日 休日 休日
25 月

予備日

通常授業（春学期授業終了）
26 火

補講27 水
28 木
29 金
30 土 夏期休暇 春学期試験
31 日 休日 休日

8

1 月

夏期休暇 春学期試験
2 火
3 水
4 木
5 金
6 土 夏期休暇

秋
学
期

月 日 曜 （新）変更後 （旧）変更前

9

24 土 夏期休暇 通常授業（秋学期授業開始）
25 日 休日 休日
26 月

夏期休暇 通常授業
27 火
28 水
29 木
30 金

10

1 土 通常授業（秋学期授業開始） 通常授業
2 日 休日 休日
3 月

通常授業 通常授業4 火
5 水

1

16 月 秋学期授業再開は1月6日 通常授業
17 火

通常授業

補講
18 水

通常授業
（20日　秋学期授業終了）19 木

20 金
21 土 補講
22 日 休日 休日
23 月 通常授業

補講24 火 通常授業（金曜日の授業）
25 水 通常授業

（26日　秋学期授業終了）26 木
27 金 秋学期試験 秋学期試験28 土
29 日 休日 休日
30 月 秋学期試験 秋学期試験31 火

2

1 水 入試実施 入試実施
2 木 秋学期試験 秋学期試験3 金
4 土 春季休暇 春季休暇

平成23年度通学課程学年暦新旧対照表（白山・白山第２キャンパス）
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教職【重要】

2011年度教育職員免許状一括事前申請について
2012年３月教育職員免許状取得見込者で、大学による一括事前申請を希望する学生は、

下記の要領で申込を行ってください。
●対象者
　　本学通信教育課程に正科生１年次から前期生として入学し、卒業見込である学生。
　※ 本学（通信教育課程・通学課程）を卒業して、正科生へ編入学あるいは科目等履修生とし

て在籍している学生は、一括事前申請が可能な場合がありますので、事務室へお問い合
わせください。

　※ 編入学生、科目等履修生、後期生は教育職員免許状に必要な単位を修得後、個人での教
員免許状申請となります。申請方法等は、住民票をおいている都道府県の教育委員会（現
職教員は勤務先の都道府県の教育委員会）で確認してください。

●申請の要件
　① 2012年３月末までに、教育職員免許状申請に必要な科目・単位をすべて修得見込みで

あり、教育実習についても修了していること。
　② 「中学校教諭１種普通免許状」取得希望の学生は、「介護等体験」が終了し、実施施設等

から証明書の交付を受けていること。
　③今年度教員採用試験を受験しているか、教職に就く意思のある学生。
●申込方法
　 A４判用紙に、学部・学科、学籍番号、氏名、申請教科（例：中学校１種国語・高等学校 

１種国語）を明記のうえ、事務室へ提出してください。
●申込期限　　８月２日（火）必着〔郵送または事務室窓口〕
●提出方法　　郵送または事務室窓口持参

　2012年３月卒業および教育職員免許状の取得を希望する学生の単位認定可能となるリポ
ート提出等の有効期限は、下表のとおりです。

2012年3月卒業（教育職員免許状取得）を希望している学生へ

種　　　類 有　　効　　期　　限

リポート提出 2011年11月30日（水）　【必着】

単位認定試験（論文）提出 2012年2月15日（水）　16：45　【必着】

単位認定試験（筆記）受験 2012年1月22日（日）

※ 科目等履修生についても3月修了を希望する場合、上記の日程となりますので 
注意してください。

前期生対象
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白山キャンパスにおけるスクーリング・単位認定試験
（筆記）の会場について

白山キャンパスの通学路案内

その他

白山キャンパスの教室番号は下記のとおり表示されています。スクーリングや単位認定試
験（筆記）等で使用する教室は、当日、大学正門（東門）や甫水会館1Ｆ通信教育課事務室前に
掲示等でお知らせいたしますので、必ず確認してください。

例：
①白山校舎1312番教室
　白山キャンパス

　　　　　　　　　　　　　　　　1号館3階の12番教室を表す

②甫水会館203
　甫水会館

　　　　　　　　　　　　　　2階の03番教室を表す

スクーリングは主に甫水会館および1号館で行います。1号館へは正門（東門）を利用してく
ださい。白山キャンパス周辺は、住宅街です。近隣住民の生活環境に迷惑にならないように、
十分に配慮してください。歩行中の喫煙は、環境の美化面および安全面からも社会問題とな
っています。喫煙は学内の指定された喫煙場所を利用してください。

また、吸殻のポイ捨ては勿論のこと、空き缶やペットボトルなどのごみ等の投げ捨てもや
めましょう。キャンパス周辺における違法な駐車・駐輪は、近隣および通行人の方々に迷惑
となるばかりでなく危険を伴います。自動車・オートバイ・自転車による通学は禁止です。

号館を表す

階数を表す

1

2

階数を表す

3

03

教室番号を表す

教室番号を表す

12

全学生対象
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その他

東洋大学�白山キャンパス　〒112–8606 東京都文京区白山5–28–20
千石駅

本駒込2

千石駅前

至巣鴨

都営三田線
東
京
メ
ト
ロ
南
北
線

本
郷
通
り

三
井
住
友

銀
行

ampm

白山第2キャンパス

東洋大前

学生動線

アクセス
●都営地下鉄三田線「白山」駅5分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅5分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅15分

（学生食堂の場所）
３号館地下１Ｆ（スエヒロ）
４号館地下１Ｆ（東洋食品）
６号館地下１Ｆ（各種専門店）
※日・祝日は休業
　学生夏季休暇中は一部のみ
　営業になります。

5F 校友会・甫水会（事務局）
4F 会議室（教室）
3F 会議室（教室）
2F 会議室（教室）
1F 通信教育課（事務室）

甫水会館
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その他

白山図書館の開館カレンダーが下記のとおり変更になりました。利用時には開館日時等に
ご注意ください。

なお、他キャンパス図書館については、各館にお問い合わせください。

図書館（白山）カレンダーについて

閉館　　　　　　　　　

日 月 � � � � �

� 2

9:00-2�:30 9:00-20:00

3 4 5 � 7 � 9

9:00-20:00

�0 �� �2 �3 �4 �5 �� ����・�� オープンキャンパス

9:00-20:00 ���� 夏季�期��開始

�7 �� �9 20 2� 22 23 ���� 通常授業終了（学部・大学院）

9:00-20:00 ���� 節電のため閉館になりました

24 25 2� 27 2� 29 30 ������� 予備日（学部）

9:00-20:00 �������� 集中講義（大学院）

3� ���� 夏季休暇開始（学部）

� 2 3 4 5 �

�2:00-�9:00 �2:00-�9:00 �2：00-�7：00 ��� 夏季休暇開始（大学院）

7 � 9 �0 �� �2 �3

�2:00-�7:00 �2:00-�7:00 ����������� 通信スクーリング

�4 �5 �� �7 �� �9 20

�2:00-�7:00 �2:00-�9:00 �2:00-�9:00 9：00-�5：00 9:00-�9:00 ����・�� オープンキャンパス

2� 22 23 24 25 2� 27

�2:00-�9:00 �2:00-�9:00 �2:00-�9:00 �2:00-�9:00

2� 29 30 3�

�2:00-�9:00 �2:00-�9:00

� 2 3

�2:00-�9:00 �2:00-�9:00

4 5 � 7 � 9 �0 ���� オープンキャンパス

�2:00-�9:00 �2:00-�9:00 �2:00-�9:00 �2:00-�9:00 ���� 夏季休暇終了（学部・大学院）

�� �2 �3 �4 �5 �� �7

�2:00-�9:00 �2:00-�9:00 �2:00-�9:00 9:00-�9:00

�� �9 20 2� 22 23 24

�2:00-�9:00 敬老の日 �2:00-�9:00 �2:00-�9:00 秋分の日 �2:00-�9:00

25 2� 27 2� 29 30 ���� 秋学期授業開始（学部・大学院）

�2:00-�9:00 �2:00-�9:00 �2:00-�9:00

行事予定

9:00-2�:30

８
月

７
月

９
月

　

9:00-2�:30

9:00-2�:30

�0:00-�7:00 9:00-2�:30

東洋大学附属図書館　白山図書館　TEL：03-3945-7325  http://www.toyo.ac.jp/library

　　　�８月９月の���館�����2：00��9：00��

改訂版
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その他

夏期スクーリング期間中、図書館ガイダンスを開催します。図書館の利用は学習を進める
うえで重要なポイントです。積極的に参加し、利用方法をマスターしてください。

全日程で２回開催します。第１回目と第２回目では内容が異なります。毎回、参加・出席
することにより、文献検索等の基礎から学ぶことができます。

申込方法等は下記のとおりです。要領にしたがって申請してください。

１．日　　時　【第１回】　2011年８月２日（火）
　　　　　　　【第２回】　 2011年８月18日（木） 

16：20〜17：10（各回とも）

２．場　　所　当日図書館１階ロビーに集合（時間厳守）

３．内　　容　◆第１回（８月２日（火））
　　　　　　　　「ＯＰＡＣ検索システムについて」
　　　　　　　　・図書、雑誌を探す
　　　　　　　　・図書の予約、取り寄せ方法
　　　　　　　◆第２回（８月18日（木））
　　　　　　　　「データベースの活用方法について」
　　　　　　　　・ＣiＮii： 各学・協会発行の学術雑誌と大学等発行の研究紀要の検索
　　　　　　　　・新聞情報：朝日、毎日、読売、日経、産経、各新聞の記事検索

４．申込方法　 ハガキ、FAX、E−mail 等で下記必要事項を記入のうえ、通信教育課事務
室宛てに申し込んでください。

　　　　　　　※申込完了後は、特に受領連絡はいたしません。
　　　（１） 記入事項
　　　　　 ①参加希望回（第１回または第２回）　②学部・学科　③学籍番号
　　　　　 ④氏名　⑤住所　⑥連絡先（電話番号　※日中連絡がとれる番号）
　　　　　 ⑦ ガイダンス当日受講しているスクーリング科目の有無（受講している場合は

科目名を記載する。）
　　　（２） 申込締切日　第１回：2011年７月27日（水）
　　　　　 　　　　　　第２回：2011年８月10日（水）
　　　（３） 送付先
　　　　　 〒112−8606　東京都文京区白山５−28−20
　　　　　 東洋大学通信教育部　図書館ガイダンス参加申込係
　　　　　 FAX　03−3945−7584
　　　　　 E−mail：mltsukyo@toyo.jp

図書館ガイダンスの開催について
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その他

東洋大学能楽鑑賞教室 ─ Noh Workshop
　日本を代表する古典芸能であり、「世界無形文化遺産」にも認定された能楽、その美学
と魅力を知る。

　１．日　時　　2011年10月１日（土）　　開場　14：30　　開演　15：00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（終演予定は17：30頃）
　２．場　所　　東洋大学　白山キャンパス５号館　B２F　井上円了ホール
　３．内　容　　能楽鑑賞教室（銕仙会）
　　　　　　　　　平曲の世界
　　　　　　　　　　①楽琵琶　秘曲復曲演奏−「啄木」・「楊真操」
　　　　　　　　　　②『平家物語』より−「祇園精舎」　薩摩琵琶による演奏
　　　　　　　　　　③能の美学−能装束着付実演（学生モデル）
　　　　　　　　　　④囃子の美学−囃子の魅力
　　　　　　　　　　⑤能の劇構造（ドラマツルギー）−『頼政』と『平家物語』
　　　　　　　　　　⑥能『頼政』
　　　　　　　　　　⑦質疑応答
　４．出　演　　観世銕之丞　　岩佐鶴丈

　＊ 日本の文化を学ぶ古典芸能鑑賞の授業です。服装は学生らしい節度あるものを心がけて
ください。

　＊時間には余裕をもってご入場ください。
　＊友人等との同伴も可能です。
　＊申込後に改めて受講許可書は発行いたしません。
　＊ 座席数の関係で申込締切以前でも定員オーバーになった場合にはお断りすることがあり

ますので、ご承知おきください。

鑑賞希望の方は「能楽鑑賞教室　申込希望」と明記し、下記要領でお申し込みください。
　　　　　　　　　　・必要事項　　学籍番号　氏名　＊同伴者がいる場合は、その人数
　　　　　　　　　　・申込締切　　2011年９月21日（水）
　　　　　　　　　　・申込方法　　ハガキ　FAX　E-mail
　　　　　　　　　　　〒112−8606　 東京都文京区白山５−28−20 

東洋大学　通信教育部 
能楽鑑賞教室　申込係

　　　　　　　　　　　FAX　03−3945−7584
　　　　　　　　　　　E-mail　mltsukyo@toyo.jp
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その他

単位認定試験（論文・筆記）申請や証明書発行申請の際に必要な定額小為替には、発行日か
ら6ヵ月間という有効期間があります。事務処理の都合上、申請時点で少なくとも約2ヵ月以
上有効期限の残っている定額小為替を使用してください。

また、受取人住所・氏名（おところ・おなまえ欄を含む）や裏面の委任欄などは、一切記入
せず、そのまま送付してください。

なお、定額小為替をセロテープや糊、ホッチキスでとめてまとめることはしないでくださ
い。

　８月31日（水）、９月２日（金）、７日（水）、９日（金）、14日（水）、16日（金）、21日（水）、
28日（水）、30日（金）は大学一斉休業のため、事務室休業となります。

白山キャンパスには下記のとおり学生食堂があります。スクーリング等の際は、ご利用く
ださい。

３号館Ｂ１Ｆ、４号館Ｂ１Ｆ、６号館Ｂ１Ｆ、２号館16Ｆ
※ 学生休暇中［７月30日（土）〜９月30日（金）］については、一部店舗のみの営業になり

ます。詳細については、６号館１Ｆに掲示してある学食カレンダーまたはホームページ
（ＨＯＭＥ→学生生活・キャリア形成支援→学生生活サポート→学生食堂・カフェテリア
→白山キャンパス）を参照してください。

試験申請・証明書申請の定額小為替の取扱いについて

事務室休業のお知らせ

学生食堂のご案内

『東洋通信』10月号表紙の投稿写真を募集します。（たとえばわが町の風景等）
採用された方には記念品（本学オリジナル図書カード1,000円分）を贈呈します。奮ってご

応募ください。表紙の投稿写真募集は、年２回（10月号、３月号）を予定しています。
応募の際には下記２点をまとめて事務室に送付してください。

〈応募期間〉 2011年７月１日（金）〜８月27日（土）

応募書類

１ 学籍番号、氏名、連絡先を明記した任意の用紙（Ａ４）

２
現像した写真およびデータ（デジタルカメラ使用の場合）
※タテ17ｃｍ以内、ヨコ13ｃｍ以内のもの

『東洋通信』10月号表紙の投稿写真募集について【再掲】
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その他
〈応募の際の注意〉
　①応募は１人につき１枚までです。
　②応募写真は、本人が撮影したもので未発表のものに限ります。
　③第三者が撮影したものに修整を加えたものは、応募できません。
　④採用されたものについての著作権は、東洋大学に帰属します。

〈応募先〉
　〒112–8606　 東京都文京区白山５–28–20 

　東洋大学通信教育課 
　　『東洋通信』編集係

〈問い合わせ先〉　　03–3945–7348

※選考結果については、作品応募者全員にご連絡いたします。
※採用写真はトリミングする場合があります。
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2010年度4月入学生動向調査アンケート集約結果（報告）

トピックス

　この度、2010年4月に入学した正科生が進級するに当たり、皆さんの通信教育における
学習状況がどうのような現状にあるかを把握し、それを今後の支援につなげることを目的に
アンケートを実施しました。集約の結果は以下のとおりです。
　学生の皆さんは一歩一歩着実に学習を進め、目標を達成してください。
対象：2010年度入学正科生（全学年）
対象者数：144名（昨年度：230名）
回答者数：35名（昨年度：75名）
回答率：24.3％（昨年度：32.6％）
回答期間：2011年5月28日〜6月6日

全学生対象

■学生のプロフィールに関する質問

Ｑ1　あなたの所属学科はどちらですか？

■東洋大学通信教育課程の入学前と入学後の印象を教えてください

Ｑ4　入学前と入学後の印象の違いはありますか？

Ｑ3　あなたの年齢層を教えてください

Ｑ2　あなたの性別はどちらですか？

法律学科
22.9％

日本文学文化学科
77.1％

女
65.7％

男
34.3％

10 代
2.9％

20 代
14.3％

30 代
28.6％40 代

31.4％

50 代
11.4％

60 代
11.4％

Ａ　入学後の
　　方が良い
　　42.9％

Ｃ　入学後の
　　方が悪い
　　14.3％

Ｂ　変わらない
　　42.9％
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トピックス
■通信教育の学び方について感じたことをお答えください

Ｑ5　通信教育の学び方は理解できましたか？

■「学習のしおり」について感じたことをお答えください

■履修登録について感じたことをお答えください

Ｑ9　履修登録はどうでしたか？

Ｑ11　履修登録をする際の障壁は何ですか？

Ｑ7　「学習のしおり」は読みましたか？

Ｑ10　履修登録する科目を選ぶのにかかった
時間はどれくらいですか？

Ｑ8　「学習のしおり」を通して学習内容が
理解できましたか？

Ｑ6　通信教育という学び方はご自身に向いて
いると考えますか？

Ｃ　理解できない
　　5.7％

Ａ　理解できた
　　77.1％

Ｂ　普通
　　17.1％

Ｃ　向いていない
　　25.7 Ａ　向いている

　　37.1％

Ｂ　普通
　　37.1％

Ａ　熟読した
　　42.9％

Ｃ　読んでいない
　　0％

Ｂ　普通
　　57.1％

Ａ　理解できた
　　37.1％

Ｃ　理解できない
　　14.3％

Ｂ　普通
　　48.6％

Ａ　簡単
　　20.0％

Ｃ　難しい
　　40.0％

Ｂ　普通
　　40.0％

Ａ　1日以内
　　2.9％

Ｃ　4日以上
　　51.4％

Ｂ　2日～3日
　　45.7％

Ａ　障壁はない
　　37.1％

Ｄ　その他
　　25.7％

Ｃ　カリキュラムが
　　よく分からない
　　25.7％

Ｂ　科目が選べない
　　11.4％
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トピックス
■リポートを作成して感じたことをお答えください

Ｑ12　今までリポートはどの程度作成しましたか？

Ｑ16　今後もリポートを作成・提出したいですか？

Ｑ18　リポートの添削内容についてどのように
感じていますか？

Ｑ14　課題を作成するのにかかった時間は
どれくらいですか？

Ｑ17　リポートの添削期間についてどのように
感じていますか？

Ｑ15　リポートを作成する際の障壁は何ですか？

Ｑ13　リポートを作成しどのように感じましたか？

Ａ　10回以上
　　40.0％

Ｃ　ほとんど作成
　　していない
　　28.6％

Ｂ　5回程度
　　31.4％

Ｄ　無回答
　　2.9％

Ｃ　難しい
　　71.4％

Ｂ　普通
　　25.7％

Ａ　1日以内
　　5.70％

Ｃ　4日以上
　　91.4％

Ｂ　2日～3日
　　2.9％

Ａ　障壁はない
　　2.9％

Ｅ　無回答
　　2.9％

Ｄ　その他
　　20.0％

Ｃ　課題の理解
　　45.7％

Ｂ　時間のねん出
　　28.6％

Ａ　積極的に作成・
　　提出したい
　　54.3％

Ｃ　あまり作成・
　　提出したくない
　　5.7％

Ｂ　必要最低限で作成・
　　提出したい
　　40.0％

Ａ　満足
　　14.3％

Ｃ　不満
　　22.9％

Ｂ　普通
　　62.9％

Ａ　満足
　　25.7％

Ｄ　無回答
　　2.9％

Ｃ　不満
　　20.0％

Ｂ　普通
　　51.4％

Ａ　簡単
　　0％
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トピックス
■スクーリングに参加して感じたことをお答えください

Ｑ19　今までいくつのスクーリングに
参加しましたか？

実際に単位認定試験（論文）を受験して感じたことをお答えください

Ｑ23　今までいくつの単位認定試験（論文）を
受験しましたか？

Ｑ25　単位認定試験（論文）を受験する際の
障壁は何ですか？

Ｑ21　スクーリングに参加する際の障壁は何ですか？

Ｑ24　単位認定試験（論文）を受験して
どのように感じましたか？

Ｑ26　今後も単位認定試験（論文）を
受験したいですか？

Ｑ22　今後もスクーリングに参加したいですか？

Ｑ20　スクーリングに参加してどのように
感じましたか？

Ａ　10回以上
　　34.3％

Ｃ　ほとんど参加
　　していない
　　11.4％

Ｂ　5回程度
　　54.3％

Ａ　とても
　　ためになった
　　85.7％

Ｄ　無回答
　　2.9％

Ｂ　普通
　　11.4％

Ａ　障壁はない
　　14.3％

Ｄ　その他
　　2.9％

Ｃ　費用のねん出
　　17.1％

Ｂ　時間のねん出
　　65.7％

Ａ　積極的に
　　参加したい
　　74.3％

Ｂ　必要最低限で
　　参加したい
　　25.7％

Ａ　5科目以上
　　31.4％

Ｃ　受験していない
　　14.3％

Ｂ　1～2科目程度
　　54.3％

Ｄ　無回答
　　11.4％

Ｃ　難しい
　　68.6％

Ｂ　普通
　　20.0％

Ａ　障壁はない
　　17.1％

Ｄ　無回答
　　8.6％

Ｂ　時間のねん出
　　74.3％

Ａ　積極的に
　　受験したい
　　51.4％

Ｄ　無回答
　　5.7％

Ｂ　必要最低限で
　　受験したい
　　42.9％

Ｃ　あまりために
　　ならなかった
　　0％

Ｃ　あまり参加
　　したくない
　　0％

Ａ　簡単
　　0％

Ｃ　費用の
　　ねん出
　　0％

Ｃ　あまり受験
　　したくない
　　0％
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トピックス
■実際に単位認定試験（筆記）を受験して感じたことをお答えください

Ｑ27　今までいくつの単位認定試験（筆記）を
受験しましたか？

■学習状況についてお答えください

Ｑ31　自習の時間はありますか？

Ｑ33　教養や専門知識・文章力はつきましたか？

Ｑ29　単位認定試験（筆記）を受験する際の
障壁は何ですか？

Ｑ32　リポートや試験の課題は理解できますか？

Ｑ34　今後学びたい科目は決まっていますか？

Ｑ30　今後積極的に単位認定試験（筆記）を
受験したいですか？

Ｑ28　単位認定試験（筆記）を受験して
どのように感じましたか？

Ａ　5科目以上
　　11.4％

Ｃ　受験していない
　　34.3％

Ｂ　1～2科目程度
　　54.3％

Ｄ　無回答
　　31.4％

Ｃ　難しい
　　22.9％

Ｂ　普通
　　45.7％

Ａ　障壁はない
　　42.9％

Ｄ　無回答
　　22.9％

Ｂ　時間のねん出
　　34.3％

Ａ　積極的に
　　受験したい
　　31.4％

Ｄ　無回答
　　20.0％

Ｂ　必要最低限で
　　受験したい
　　48.6％

Ａ　十分にある
　　25.7％

Ｃ　ほとんどない
　　8.6％

Ｂ　あまりない
　　65.7％

Ａ　理解できる
　　62.9％

Ｃ　ほとんど理解
　　できない
　　2.9％

Ｂ　あまり理解
　　できない
　　34.3％

Ａ　十分ついた
　　40.0％

Ｄ　無回答
　　5.7％Ｃ　ほとんど

　　つかなかった
　　2.9％

Ｂ　あまり
　　つかなかった
　　51.4％

Ａ　決まっている
　　68.6％

Ｃ　決まっていない
　　0％

Ｂ　検討中
　　31.4％

Ａ　簡単
　　0％

Ｃ　費用の
　　ねん出
　　0％

Ｃ　あまり受験
　　したくない
　　0％
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トピックス
■今後参加してみたい行事はありますか？

Ｑ35　リポートの書き方指導会

Ｑ37　T.Ａ. との個別相談 Ｑ38　学友会の行事

Ｑ36　学習相談会

Ａ　参加したい
　　28.6％

Ｄ　無回答
　　8.6％

Ｃ　参加
　　したくない
　　17.1％

Ｂ　まだ分からない
　　45.7％

Ａ　参加したい　
　　28.6％

Ｄ　無回答
　　5.7％

Ｃ　参加
　　したくない
　　11.4％

Ｂ　まだ分からない
　　54.3％

Ａ　参加したい
　　20.0％

Ｄ　無回答
　　5.7％

Ｃ　参加
　　したくない
　　20.0％

Ｂ　まだ分からない
　　54.3％

Ａ　参加したい
　　31.4％

Ｄ　無回答
　　5.7％

Ｃ　参加
　　したくない
　　5.7％

Ｂ　まだ分からない
　　57.1％
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トピックス

入学説明会のご案内
2011年度後期生（10月生）を募集します（8月１日より受付開始）。
大学の通信教育で学ぼうとしている方々のために、本学主催の入学説明会ならびに私立大

学通信教育協会主催合同入学説明会（他大学の通信教育部と合同）を開催します。
入場はご自由ですので、皆さんの知人・友人で通信教育に関心のある方、入学を希望して

いる方がいらっしゃいましたら、この機会を利用されるようお勧めください。
なお、説明会には事務室職員が出向し、在学生の履修上の質問・相談等をお受けいたしま

す。在学生の方もこの機会に会場へお越しください。

地　区 月日・時間 会　　場 アクセス

大　阪 ８月27日（土）
12：00〜17：00 梅田スカイビルタワーウエスト10F JR大阪駅・梅田駅徒歩3分

大阪市北区大淀中1−1−30

名古屋 ８月28日（日）
11：00〜16：00

愛知県産業労働センター8F
展示場（中小企業センター跡地）

名古屋駅徒歩2分
名古屋市中村区名駅4−4−38

東　京 ９月３日（土）
12：00〜17：00

新宿エルタワー30F
サンスカイルーム

新宿駅西口徒歩3分
新宿区西新宿1−6−1

札　幌 ９月４日（日）
11：00〜16：00

アスティ45ビル4F
アスティホール

JR札幌駅徒歩5分
札幌市中央区北4条西5丁目

福　岡 ９月４日（日）
11：00〜16：00

エルガーラホール8F
エルガーラホール

西鉄福岡駅徒歩2分
地下鉄天神駅徒歩5分
福岡市中央区天神1−4−2

地　区 月日・時間 会　　場 アクセス

東　京

７月17日（日）
11：00〜15：00

東洋大学白山キャンパス

都営三田線
白山駅徒歩5分

東京メトロ南北線
本駒込駅徒歩5分

文京区白山5−28−20

７月18日（月・祝）
11：00〜15：00

８月19日（金）
11：00〜15：00

８月20日（土）
11：00〜15：00

ホームページにも掲載しています。
URL　http://www.toyo.ac.jp/tsukyo/

私立大学通信教育協会主催合同入学説明会

本学主催入学説明会
　下記はオープンキャンパスにて通信教育課程のコーナーを設置して説明会を行います。
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T.A.のしおり

１．はじめに
こんにちは、通信教育部T.A.（ティーチングアシスタント）の長瀬です。
入学から半年が過ぎ、リポート学習にも慣れてきた頃かと思われます。もし学習で疑問点

がありましたら、T.A.による「学習相談」制度などを利用し、早目に解消するようにしてく
ださい。質問用紙、E-mail、面談、電話での相談方法がありますので、ご都合の良い方法で
ご利用ください。ただし、内容によってはT.A.ではなく事務室からの回答することもありま
すので、あらかじめご了承ください。

また、リポートを書く前の段階での課題内容に関するご質問にはお答えすることができま
せん。課題内容に関するご質問は、一度リポートを提出された後にお願いいたします。また、
論文試験はこれまでの学習成果を試すもののため、試験内容に関する質問・学習相談もお受
けできません。これらの注意事項は「学習のしおり」や「ガイドブック」に掲載されていま
すので、質問・相談の前にご確認ください。

今回は、「リポートの書き方」の中でも、特に「教職関係のリポートで気になる点」を中心
に幾つかご案内いたします。「教職」としましたが、一般的なリポートの書き方も含まれてい
ますので、教職履修者以外の方も自分には無関係な内容であると思わず、今一度復習のつも
りで確認してみてください。もちろん、リポートの書き方は分野や課題内容によって指導方
法が異なる場合もあります。あくまでも代表的な例として参考にしていただければ幸いです。

２．リポートにおける文章表現
リポートや論文試験では、調査や学習結果を受けた文章の内容そのものが大切であること

は言うまでもありません。しかし、内容が良ければどのような書き方をしてもいい、という
わけでは決してありません。

特に教職関係のリポートでは、学生本人の経験から考えを述べるよう求める課題もあるた
め、エッセイや小説のような個性的な表現を使用し、主観的な叙述に徹する学生が散見され
ます。そういった個性的な表現は、小説やエッセイならば作者の魅力・個性として大切なも
のでしょう。

しかしリポートでは、誰が読んでも読み間違いようのない、客観的な叙述を行うことが求
められています。そのため、リポートの文章は簡潔かつ没個性な方が好ましい側面すらあり
ます。学習内容は個性的に、叙述は非個性的なリポートらしい文章で書くというコツを身に
つけてください。

以下では、実際に教職関係のリポートで多くみられる書き方について述べます。
（１） 文末表現について

〜リポートの書き方と提出時の注意点〜 
（教職科目一般）

T.A.のしおり
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リポートでは「です・ます」のような丁寧な文末表現（敬体）では書いてはいけません。基

本的に「だ・である」や言い切る形の文末表現（常体）でリポートは執筆してください。リポ
ートで多い誤りとして、調査内容は常体で書けていたのにもかかわらず、最後に「〜だとわ
かって勉強になりました」、「〜な教師になりたいです」、「〜な実践（体験）は生徒のためにな
ると思いました」といった一文を入れてしまうケースです。

そもそもリポートでは、課題が求める場合を除き、感想を書く必要は全くありません。
しかし、感想を求められた場合は、文体を統一する必要があります。時折リポート内で先

生に気持をお伝えしたいためか、「だ・である」と常体で書かれていた文中に、突然「です・
ます」という敬体が混じる場合があります。また、参考文献からそのまま引き写しをしてい
ると思われる場合にも見受ける混在の仕方なので、きちんと引用の形式を守るか、文末表現
に気をつけてまとめるようにしましょう。

そして、常体ならばどのような書き方をしていいというわけではありません。実際には
「だ」はあまり用いません。「である」も文章を強調したいときに用いる程度で、大半は言い
切りの形を用います。同じ文末表現が続くと文章が単調になりがちですので、この点にも注
意を払いましょう。

※敬体を使う場合
稀に敬体を使ってはならない、という意識が強すぎるせいか、「質疑応答欄」や先生宛の

「手紙」まで常体で書く方がいます。これは良い印象を受けませんし、一般的な社会常識とし
ても失礼にあたります。リポートの本文以外で、先生に宛てて文章を書く場合は、敬体や敬
語を用いましょう。

（２） 書き言葉を用いること、話し言葉の禁止について
リポートや論文試験では、文章のみで自分の考えを説明しなければなりません。そのため、

原則として「書き言葉（文章語、文語）」を用い、「話し言葉（口語）」は使用してはいけませ
ん。例として、書き言葉と話し言葉には次のような違いがあります。以下の例はリポートで
よく見かけるものでもあります。執筆時に使用していないか、確認してみましょう。

※話し言葉と書き言葉の差異
 【話し言葉、リポートでは×】 　　【書き言葉、リポートで○】
 「なので、だから、それで」 →　「そのため、したがって」
 「でも、だけど」 →　「だが、しかし」
 「とても、すごく」 →　「きわめて、たいへん」
 「〜だし……」 →　「〜であり……」
 「〜とか……」 →　「〜や……」
 「（高く）て〜」 →　「（高く）〜」
 「〜的な……、〜みたいな……」 →　「〜のような……」
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 「〜と思う。」 →　「〜と思われる。」
 「〜しないといけない。」 →　「〜しなければならない。」
 「〜だった。」 →　「〜であった。」

３．リポート作成時の注意事項
ここでは提出されたリポートで多く見られ、指摘を入れてもなかなか直りづらい提出形式

のミスなどを取り上げます。

（１） リポート用紙について
リポートに用いる紙には、「B５用紙」 である他に特別の指定はありません。手書きの場合

は市販の原稿用紙を使いましょう。ワープロ・パソコンの場合は、原稿用紙のような升目を
印刷するかどうかは自由となっています。

印刷する用紙はそれぞれお任せしていますが、引きちぎってB５に整形した古紙や印刷に
失敗した裏紙などは使用しないでください。

（２） ノンブル（ページ数）の付加について
リポートには必ず「ノンブル（ページ数）」を振りましょう。
特に、ワープロ・パソコンで製作されたリポートで、ノンブルの振られていないものが多

く見かけます。ノンブル設定がなされているかを印刷前に確認しましょう。
またノンブルは手書きでもかまいません。その場合は黒かブルーブラックのペンまたはボ

ールペン（消えてしまう筆記具、鉛筆不可）で、ホチキスで綴じ込む際に隠れない場所に書き
ましょう。

（３） 文字フォント、文字飾りについて
リポートの文字フォントはB５用紙（20字×20行）で、文字が読みやすい大きさに統一し

ましょう。あまりに行間を詰め過ぎると、添削文が書き込めなくなる可能性もあるので注意
してください。

また、リポートで見出しを作る場合、このように「フォントサイズ」の変更、「太字」
化、本文中のキーワードと思われる部分の「加工」、「下線などを引いて」目立たせる必要も
ありません。リポート内のフォントは統一して提出しましょう。

（４） 参考文献欄の未記入について
参考文献を一冊も記入しないケースが最も多くみられます。次に、参照ページ数の未記入

が目立ちます。参考文献を使用した際に、その情報を記入することは学術上のマナーです。
また無断引用では著作権の問題ともなります。

教職科目では、学生それぞれの体験に基づいた記述を課題の中で求めることがあります。
しかし、それは「参考文献を一切使用しなくともよい」ということではありません。参考文
献が記入されていないということは、リポート作成時に何も文献を読まずに作成したという
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ことと受け取られます。もちろん、そういう場合もあるでしょうが、文章は主観に陥りがち
となります。リポートでは曖昧さや思い込みを排除することが重要です。リポート内容の客
観性の担保と知識の確認のためにも、文献は使用しましょう。

また、参考文献を明記せずに他人の文章を使用した場合、文章の窃盗「剽窃」とみなされ
るおそれがあります。注意しましょう。

また、「学習指導要領」や「学習指導要領解説」のみを参考文献に記入している場合も多々
みられます。他の専門書も参考にするようにしましょう。

４．おわりに
ここまで文章表現と教職リポートで気になった点を述べてきました。
文章は実際に書いてみることで気づくことが多くあります。文章が不得意だから、苦手だ

からと何も書かぬのではなく、少しずつでも書き、提出してみることが上達の近道です。
また、教職科目は教職科目の早期単位修得を目標とされる方が多く、その中には実際に教

職に就いている方も多くみられます。目標に向かい、努力されることは大変立派なことです。
しかし、焦りにより「単位のみを早く欲しい」、「早く合格したい」と凝り固まってしまう

と、再提出がまるでひどい仕打ちのようだと受け取る方もいるでしょう。再提出は不合格で
あると額面通りに受け取らず、もう一度考えを練り直す、より良いリポートを作るための指
導と前向きに考えてみてください。
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学友会からのお知らせ

〈夏期スクーリング懇親会のお誘い〉
　皆さま、５、６月そして更に７月になり暑いさなか、スクーリング授業にお忙しいことと
お察しします。
　つきましては、先生方及び学生同士との親睦を図るため、７月30日（土）スクーリング授業
終了後、白山キャンパス４号館地下食堂で下記のとおり懇親会を開催いたします。
　ささやかですが食べもの、飲みものを用意しております。皆さまお誘い合わせの上、楽し
く情報交換して親睦を図って頂きたく存じます。大勢の方のご参加をお待ちしております。

記

　１．日　時：平成23年７月30日（土）　16：30〜18：30
　２．場　所：白山キャンパス４号館地下食堂
　３．目　的： ５、６月及び夏期スクーリング中の学友会会員同士、学習の進め方、受講な

どの情報交換および懇談を行って交流を図り勉学意欲を高めること及び多く
の学友が集まることで『共に勉強している』という意識を持つようにするた
め。

　４．参加費：無　料
　５．申込み：〒134−0087
　　　　　　　東京都江戸川区清新町１−１−36−604
　　　　　　　　高比良　毅　宛て
　　　　　　　　・ＦＡＸ：03−5675−2354
　　　　　　　　　（電話と同番、FAXの場合そのままFAXボタンを押します）
　　　　　　　　・E-Mail：t-takahira@mtf.biglobe.ne.jp
　　○氏名、学籍番号、所属学部・学科をご記入の上、
　　　ハガキ、ＦＡＸまたはメールでお申し込みください。
　　○申込締切り：７月24日（日）消印有効（メール29日正

＊

午迄）
　　＊注：締切りは上記でも、当日申込みもできます。ぜひご参加ください。
　　　（人数把握のためだけ、早目に出席者を確認するもの）
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〈文学愛好会のお誘い〉
　来る７月23日（土）、文学部・平山三男先生のご指導のもと文学愛好会ゼミを下記のとおり
開催いたします。
　通信教育課程の皆さまにとって、意見発表、学生同士で討議などの経験はなかなかできな
いと思います。これからの学科勉学の訓練になります。また、経験豊かな卒業生諸兄も出席
されますので、意見を聞くこともできます。ぜひ、お誘い合わせの上、学部を超えてご出席
ください。

記

　１．日　時：平成23年７月23日（土）　13：30〜17：00
　２．場　所：東洋大学甫水会館（学部が指定した会議室）
　３、愛好会： 新潮文庫＝ 掌

てのひら

の小説＝川端康成著『心中』を予め読んでもらって、ひとり
10分発表分程度解説・所見・意見などを述べる準備をしておき、発表者を決
めて発表しあい、相互討論をおこなう。

　４．指導講師：平山三男先生
　５．懇親会：ゼミ終了後、希望者で懇親会を行います。
　６．参加費： 無料（ただし、申込者は予め『掌の小説』を自費で購入して、読んでおくこ

と。前記３、参照）
　７．申込み先：〒134−0087
　　　　　　　　東京都江戸川区清新町１−１−36−604
　　　　　　　　高比良　毅　宛て
　　　　　　　　・ＦＡＸ：03−5675−2354
　　　　　　　　　（電話と同番なので、そのままFAXボタンをON）
　　　　　　　　・E-Mail：t-takahira@mtf.biglobe.ne.jp
　　○住所、氏名、連絡方法（電話、FAX、E-Mailなど）を記入の上、
　　　ハガキ、ＦＡＸまたはメールでお申し込みください。
　　○申込み締切り：７月18日（月）消印有効（メール21日（木）正

＊

午まで）
　　＊注：締切りは上記でも当日申込みできます。ぜひご参加ください。
　　　（人数把握のため出欠をとるものです。ご了承ください）
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　　　平山三男先生と歩く

「小石川文学散歩」体験

2011年５月８日（日）　13:00〜17:00
文京区小石川植物園〜地下鉄茗荷谷駅
出席者：21名
主催：通信教育部学友会

今野亜須佳（日本文学部文化学科１年生）
写真：深谷光子（文学部日本文学文化学科２年）

あれは杉の木だっただろうか。
仰ぎ見た木の葉が日の光にキラキラと輝いていた。まさに、散歩日和。この日（５月８日）、

平山三男先生、創価大学の山中正樹先生を陣頭に計21名参加で文学散歩が行われた。（中には
京都や静岡からお越しいただいた方も！）小石川植物園を中心にその付近の共同印刷場や石川
啄木終焉の地、行幸記念碑までを歩いた。

小石川植物園では「赤ひげ」として黒沢明監督が映画化された山本周五郎の「赤ひげ診療
譚」の小石川療養所跡地や泉鏡花「外科室」で伊東玉三郎と吉永小百合の撮影地など小説や
映画に関連する場の紹介があった。実際に訪れたツツジ園には、ピンクや白のツツジが美し
く咲き誇っていた。（写真−１）

平山先生が愛好する地図比較。明治期から現代の地図をもとに比較して文京区や新宿区近
辺の東京をみた。これらをもとに近現代文学作品を覗いてみると小説の舞台がよく解り学ぶ
ことが多いとのこと。夏目漱石の三四郎ゆかりの地、千駄木など古地図を片手に回ってみて
はいかがだろう。（写真−２）

それから、これを見に訪れる人も多いというハンカチノ木。白い花が垂れ咲きゆらゆらと
風に舞う様子はまさにハンカチのよう。とても珍しい木なので、是非一度ごらんになっては
いかが。その他にも普段目にすることのできない自然を味わえる木々で溢れていた。（写真−
３）

植物園を出た辺りには「太陽のない街」の舞台となった共同印刷がある。その先、大塚よ
りに歩くと「太陽のない街」冒頭の行幸記念碑がある。（写真−４）

春は桜が見事に美しい播磨坂。坂を登り終える手前右に入ると、石川啄木終焉の地。ここ
にはかつて、石川啄木終焉の地という大理石の碑が建っていたそうだが残念なことに今現在
は撤去されてしまっている。
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身近に平山先生の講義が拝聴できたことは有難く、文学研究をする上で大切なことは、全

集を見たり影印本や初出を見る校合（＝きょうごう＝校正のこと）作業が大切なことだと格言
をいただいた。

老若男女さまざまな方たちが集まり、共に学生として真っ直ぐに歩き・学び・感じる。こ
のような機会は本当に大切なものだと思う。勉強としては勿論のこと、お互いを支え合い向
上させる。そんな場が文学散歩だと思う。

独りで学習する上で、ときに躓き悩む。そんなときにはぜひ、このような場に参加してい
ただきたい。きっと、大きな一歩になることだろう。

写真−１：旧東京医学校本館とつつじ

写真−２：�明治13年の白山・小石川辺り
（先生が準備された古地図の一部）

写真−４：行幸記念碑と文学散歩出席者写真−３：ハンカチノ木


